
認定こども園 岸栄光学園 生田ひまわり幼稚園 重要事項説明書 

〈令和 2年 6月 25日 現在〉 

１事業者 

事業者の名称 学校法人 岸栄光学園 

代表者氏名 理事長 岸 寿継 

法人の所在地 神奈川県川崎市多摩区栗谷 1-11-6 

法人の電話番号 044-955-9998 

２事業の目的・運営方針 

事業の目的 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ど

も・子育て支援法、児童福祉法に基づいて、就学前の幼児に教育・保育事業を行

い、教育・保育の一体的な提供を通して、その心身の健やかな育成にふさわしい生

活の場を提供する。 

運営方針 ・個性豊かで未来社会に貢献する人格形成を目指し、健康で心身ともに元気な子ど

も、何事にも勇気を持ってやり抜く子ども、豊かな感性と創造力を発揮できる根気

のある子どもを育成します。 

・幼保連携型認定こども園の良さを生かして就学前の 1歳児から 5歳児までの発達の

連続性を見通し、又環境を通して行う遊びを中心とした幼児教育・保育を行いま

す。 

・子どもの人権に十分配慮して、個人情報を適切に取り扱うとともに、地域のニーズ

を把握しながら、家庭や地域の社会資源と連携して、地域の子育て家庭に対する支

援を行います。 

３認定こども園の概要 

（1）名称・所在地等 

名称 認定こども園 岸栄光学園 生田ひまわり幼稚園  

所在地 神奈川県川崎市多摩区栗谷 1-11-6 

電話番号 ＴＥＬ 044-955-9998 

ＦＡＸ 044-955-9754 

法人創立年月日 昭和 42年 4月 1日 

事業認定年月日 令和 2年 4月 1日 

園長氏名 岸 寿継 

職員 管理職 3名、保育教諭 30名、園医 1名、委託歯科医 1名、事務員 2名、 

運転手 2名、非常勤 8名 

  



４ 施設の概要 

幼稚園棟は令和 2年 7月末までは仮設園舎となります。また、8月幼稚園棟部分が完成後、プール棟・Ｂ棟仮設園

舎解体工事が入り令和 3年 3月末に全園舎が完成致します。工事期間中ご迷惑をお掛けします事お詫び申し上げま

す。 

敷地及び園舎（令和２年９月以降） 

敷地 
敷地全体 2323.42 ㎡ 

園庭面積 891.02 ㎡ 

園舎 

構造 
鉄筋コンクリート造 一部木造 

地上 2階地下 1階建 

延床面積 2409.70 ㎡ 

うち木造棟(1・2歳児)250.24㎡ 

RC 棟(3～5歳児)2159.46㎡ 

 

主な設備 

設備 部屋数 面積 備考 

乳児室・ほふく室 2 102.46㎡  

調理室 2 45.66㎡  

保育室 11 661.59㎡ 預かり保育室含む 

遊戯室 1 193.63㎡  

アトリエスペース 1 82.44㎡  

事務室 1 49.40㎡  

会議室 1 17.72㎡  

プール 1 150.49㎡  

多目的室 1 54.91㎡  

 

５ 開園日・開園時間及び休園日 

基本開園時間 平日７：００～２０：００/土曜日 ７：００～２０：００ 

① １号認定（幼児教育のみを必要とする満３歳以上のこども）  

開園日：月～金曜日 

休園日：土曜日・日曜日・年末年始（１２/２９～１/３） 

                  長期休暇 夏季休暇  ７月１８日～８月３１日 

                     冬季休暇 １２月２１日～１月８日 

                     春季休暇  ３月１７日～４月５日 

  教育標準時間    ８：３０～１３：３０ 

  延長保育     ８：００～８：３０/１３：３０～１８：００ 

 ※１号認定児の教育・・・一日の教育時間は文科省の規定により、幼児の心身の疲労を考えて４時間及び５時間

とします。 

尚、水曜日も一日保育を行いますが、毎月第一水曜日は職員会議を行う為、半日保育とさせて頂きます。 

 



② ２，３号認定（保育を必要とするこども） 

開園日 月～土曜日 

休園日 日曜・祝日・年末年始（１２/２９～１/３） 

◆ 保育標準時間 ７：３０～１８：３０（１１Ｈ） 

       延長保育  ７：００～７：３０/１８：３０～２０：００（料金別途・要申請） 

◆ 保育短時間 ８：３０～１６：３０（８Ｈ） 

       延長保育  ７：３０～８：３０/１６：３０～１８：３０ 

  延長保育・土曜保育について 

  就労その他の理由で、家庭での保育が困難な場合に限ってのみ延長保育、土曜保育を実施します。 

  買い物や兄弟の習い事の送迎などでの延長保育利用、仕事がお休みの場合の土曜保育利用は原則出来ません。 

利用する場合は別途利用申請を提出して頂きます。 

  ご家族と離れて６日間、最長１１時間を園で過ごすことはこどもの心身にとって大きな影響を伴うものです。 

こどもの気持ちを第一に考えるとご家族との愛着関係の形成が最も大切な幼児期については可能な限りお子様

と一緒に温かい時間を過ごして頂きたいと考えています。穏やかな家庭での時間、友だちや保育者と楽しく過

ごす園での時間が相互に高め合うような保護者、ご家庭との共同を目指しています。 

 

●２、３号認定児について、保育の提供を行う時間は、次のとおりとします。 

（1） 保育標準時間認定を受けた幼児の場合 

  ７時３０分から１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要とする時間を勘案し、当園

と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初、一定期間、幼児が集団保育に慣れるために、初めの１週

間程度、保育の提供を行う時間を短くする「ならし保育」を行いますが、その後は個々の状況に応じて御協力

をお願いします。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時から２０時まで、延長

保育を提供します（預かり保育の利用にあたっては、通常の保育料の他に、事前に申請と別途預かり保育料が

必要となります）。 

（2） 保育短時間認定を受けた児童の場合 

  ８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。実際に保育の提供を行う時間  

帯は、各世帯の保護者の就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定しま

す。 ただし、入園当初、一定期間、幼児が集団保育に慣れるために、初めの１週間程度、保育の提供を行う

時間を短くする「ならし保育」を行いますが、その後は個々の状況に応じて御協力をお願いします。 なお、

上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時３０分から１８時３０分まで

の範囲内で、延長保育を提供します（預かり保育の利用にあたっては、通常の保育料の他に、別途延長保育料

が必要となります）。 

 

 

 

 



６ 毎日の流れ 

１・２号 時間帯 3号 

２号認定児 早朝保育開始（延長料金あり） 

１号認定児（預かり保育）２号認定児（保育標準）登園 

登園 出席スタンプ押し、着替えを済ませ園庭・室内遊

び。 

一斉保育 朝の会 

学年により活動 

リトミック・音楽・体操・プール・制作・英語や四季

折々の行事などその年齢に合った保育を行います。 

 

昼食(１号認定児は月・水・金は給食。火・木はお弁当。

希望により給食も可、２号認定児は月～土まで給食。 

希望によりお弁当も可。) 

片付け、歯磨き、着替えを済ませ自由遊び。 

お帰りの会 

絵本・ゲーム等  降園準備 

順次降園 

 

延長保育開始  

年少午睡（他学年は希望制） 

延長保育利用１号認定児・２号認定児 園庭・室内にて

自由遊び、ゲーム等 

おやつ 

１、２号認定児、（短時間）お迎え完了 

１号認定児 お迎え完了 

２号認定児 お迎え完了 

全園児降園 

 

7時 

７時３０分 

8時３０分～９時 

 

１０時 

 

 

 

 

１１時３０分 

 

 

１２時 

 

 

 

１３時 

 

１３時３０分 

 

 

 

１５時以降 

 

１６時３０分 

 

１８時００分 

１８時３０分 

２０時 

 

早朝保育開始(延長料金あり) 

順次登園 

 

午前おやつ 

おむつ交換 

遊び・散歩・足洗い 

食事・歯磨き 

午睡 

 

 

 

 

 

 

 

起床・おむつ交換 

おやつ・歯磨き終わったら遊

び 

 

 

 

延長保育 夕補食 

 

全園児降園 

 

 

 

 



７ 幼稚園年間行事予定 

月 行事内容 

４月 

５月 

６月 

７月８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

入園式、交通安全教室 

内科検診、遠足、保護者懇談会 

歯科検診、土曜参観（土曜日開催） 

七夕、年長お泊り保育、夏期保育、夕涼み会 

防災訓練、お団子作り 

運動会（土曜日開催）、年長保育参観、年少遠足 

音感発表会 

お楽しみ会 

お餅つき  

節分、展覧会（土曜開催） 

ひな祭り、お別れ会、卒園式 

※ラインのある行事は保護者様参加又は参観となります。 

※毎月、お誕生日会があります。（お誕生日月にあたる保護者の方に参加して頂きます。） 

※当幼稚園は父母会等の組織がありません。各行事のお手伝いをクラス単位で在園児のご父母の方全員にお手伝い

をお願いしております。 

８ 入園定員 

定員と合計 1・2 歳児は 3号 「 / 」の左側が１号、右側が２号〈３～５歳児〉 

年齢 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

定員 12名 18 名 50名/30 名 55名/30名 55名/30名 160名 /120名 

学級編制 1 クラス 1クラス ３クラス ３クラス ３クラス １１クラス 

 ★申し込みが定員を上回る場合の選考方法 

入園希望者は、所定の申込書類に必要な事項を記入し、園長に提出して頂きます。 

・1号認定児については、下記の方法により選考を行い、入園者を認定します。 

（1）兄弟が在園・卒園児については優先して入園となります。 

（2）その他の対象者は、園から近距離に居住する対象者より考査・面接によって選考します。 

・２．３号認定児については区役所を通じて申請し、区役所が利用調整後、内定となります。 



★満三歳児の入園・・・年少クラスが定員に満たない場合に限ります。 

 尚、定員に満たない場合でも、クラスの様子や全体数により入園時期等相談となります。 

入園の際、母子分離が条件となり、考査、面接を行います。入園にかかる費用は 3年保育と同じです。 

９ 保護者の負担について 

（1）願書提出時、1号認定対象者については考査料 3,000 円がかかります。 

（2）保育料は１，２号認定につきましては無償となります。３号認定児は居住する自治体が決定します。 

・入園時の納入金 

  １・２号認定児 ３号認定児 

  3年保育 2年保育 1年保育 1歳児 ２歳児 

入園料 

(施設設備整備・維持費) 

105,000円 95,000円 50,000 円 30,000円 20.000円 

(3歳児進級の際も左記同様の金額を頂きます) 

バス維持費

（バス通園の方のみ） 

15,000円 10,000円 10,000円  無 

※納入された入園金は返却出来ません。但し転居、転勤により入園前にやむを得ず入園を辞退する旨、転居・転勤

証明書を添え申し出た場合、園の規定により、返却致します。 

・入園後の納入金 

  １号認定児 ２号認定児 3号認定児 

3年保育 2・１年保育 3年保育 2・１年保育 １・２歳児 

保育料 
 

園児が居住する市町村

が定める額 

※特定

負担金 

7,000円 5,000円 7,000円 5,000円 3,000円 

給食費 実費

（１食３２０円を月 10 回分として徴収） 

実費 

主・副食代 4.500円 

保育料に含まれます。 

絵本代 実費 400円位 実費 400円位 無 

※８月以降自園調理となり、1食 420円になります。 

※諸経費納入 

自動振り替えになりますので１月迄に川崎信用金庫に口座を開設して頂き、毎月２日迄に 

入金をして頂きます。※口座開設の際、支店は問いません。 

尚、自動振替に係る振替費用は当園にて負担致します。 

※特定負担金をリトミック・音楽・水泳・体操・遠足等に要する費用および、国基準を上回る教諭配置につい

て徴収します。 

保育料は無償 



※１号認定児の給食費について、事前に連絡を頂き召し上がらなかった（お休み・早退）給食に関しては学期

ごとに保育料引き落とし口座に返金します。※2号認定児の給食費の返金はありません。 

※各月の納入金は、園が指定する支払い方法により、指定の支払期限に支払うものとします。 

※各月の納入金の滞納期間が 3ヶ月を過ぎた場合、退園をしていただく場合があります。 

※３号認定の保育料は、保護者居住地の自治体が決定し、毎年 9月に見直しを行い、保護者に通知をします。 

・バス乗車料（幼稚園のみ） 

スクールバスをご利用の方のみ（往復：月額 3,000 円）の年間分を徴収します。 

（毎年４月の保育料と一緒に引き落としさせて頂きます。） 

※学期ごとの変更が可能です。（返金は学年末に保育料引き落とし口座にお振込みします。） 

・冷暖房費 

10,000 円を徴収します。（毎年４月の保育料と一緒に引き落としさせて頂きます。） 

・服装・諸道具（幼稚園） 

入園に際しては、制服・帽子・通園かばん・上履き・下履き・通園靴・保育用品等同一の物を使用する為、必

ず所定の品を購入して下さい。（冬服・夏服・体操着があります） 

 
男の子 女の子 

制 服 ３７，４６０円   ３８，３１０円  

諸道具 ７，０２０円    ７，０２０円  

合 計 ４４，４８０円   ４５，３３０円  

※上記以外の必要な実費（年長のみ：お泊り保育料・アルバム代）は、随時お知らせをして徴収致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  幼稚園のお預かり保育料 

●１号認定児のお預かり保育料          

月 極 お 預 か り 

８時３０分～１６時３０分⇒⇒月額 11,000円（おやつ代含む） 

長期休み（春夏冬）は基本１０時から１６時３０分とします。               

（仮設園舎期間中はお仕事、所用等預かりの理由がある日時のみ） 

※別途早朝・延長申し込みが必要です。 

・８時～８時３０分まで追加料金にて利用出来ます。（月額 1,000円） 

・１６時３０分～１７時まで追加料金にて利用出来ます。（月額 1,000円） 

・１６時３０分～１７時３０分まで追加料金にて利用出来ます。（月額 2,000円） 

・１６時３０分～１８時まで追加料金にて利用出来ます。（月額 3,000円） 

 

※月極以外にも時間利用（一日保育：１３時３０分～・半日保育：１１時３０分～）でのお預かりも行います。 

時間利用の方・・・1時間 300円。30分 150円。 

午後 3時を過ぎるお預かりは、別途おやつ代を 1回 100円徴収します。（令和２年９月より自園調理となる為料

金が値上がりする予定です。） 

●２・３号認定児のお預かり保育料 

保育標準 保育短時間 

7時３０分から１８時３０分は無償です。 

7時から 7時３０分まで追加料金にて利用出来ます。 

（月額 1,000円） 

１８時３０分から２０時まで追加料金にて利用出来ます。

（月額 3,000円） 

※１８時３０分以降は夕捕食代として月額 1,500円別途か

かります。 

８時３０分から１６時３０分は無償です。 

延長料金：３０分あたり月額 1,000円となります。 

８時～８時３０分まで追加料金にて利用出来ます。

（月額 1,000円） 

７時３０分～８時３０分追加料金にて利用出来ます。

（月額 2,000円） 

１６時３０分～１７時まで追加料金にて利用出来ま

す。（月額 1,000 円） 

１７時～１７時３０分まで追加料金にて利用出来ま

す。（月額２,000円） 

１７時３０分～１８時まで追加料金にて利用出来ま

す。（月額 3,000 円） 

１８時～１８時３０分まで追加料金にて利用出来ま

す。（月額 4,000 円） 

 



11 給食について 

・２号認定の方は、行事の日等特別な日以外は毎日給食が出ます。 

実施方法は業者に委託し、アレルギー等への対応は、個別にご相談の上、診断書等に基づき、本園で除去可能な

ものは対応します。 

・1号認定の方も火・木を給食に変更出来ます。（後日別途集金） 

12 健康診断等について 

・１号認定児は年 1回、２，３号認定児（1歳～５歳）は年３回、１歳児は年 6回園医による健診を行います。 

・全園児歯科検診は年 1回となります。 

・健診の結果につきましては、後日お手紙にて配布致します。 

 

・その他身長、体重測定は学期に１回ずつ行い記録し、出席ノート（おたより帳）に記載してお知らせします。 

13 連絡体制について 

・園からの連絡や、お子様のお休みの連絡やバス発着が分かる“れんらくアプリ”を導入しています。                  

（全ご家庭に登録をお願いしています。） 

14 緊急時の対応 

・園児に急病急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者又は緊急連絡先へ速やかに連絡を行います。 

（入園前に提出して頂きます） 

15 非常災害時の対応 

・地震・災害時に備え、9 月に引き取り訓練を実施。緊急時連絡手段として園より保護者にメール（れんらくアプ

リ）にて配信致します。 

16 防犯 

・防犯カメラを設置しています。 

17 利用者に対しての保険 

・全園児に、スポーツ振興センター傷害保険に加入しています。 

・任意により「園児 損保ジャパンの総合補償プラン」にご加入頂けます。 

18 利用にあたってのその他の留意事項 

・２，３号認定児に関して、当園では川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬行為は行いません。 

・１号認定児の投薬行為は行いません。 



課外教室について（幼稚園対象）  

※保育終了後の習い事で、園での正課講師が行います。希望制 

★体操教室：月 4回行います。講師 岩瀬谷 仁先生（ＢＳＣバディースポーツクラブ）対象：年中より 

★水泳教室：月 4回行います。講師 煤田 和彦先生（ＢＳＣバディースポーツクラブ）対象：年少より 

     ●月謝 6,600円 ●入会金 2,200円 ●年会費 2,200円 

     問い合わせ先 ＢＳＣバディースポーツクラブ 045-731-7817 

★ピアノ教室：月 4回行います。講師 佐久間 みさ子先生 対象：年少より（定員あり） 

        ●月謝 8,000円 

     問い合わせ先 044-854-3356 

 ◎お預かり保育の合間にも利用出来ます。 

 

願書提出時に下記同意書の提出をお願い致します。（１．２号認定児対象） 

                    き り と り                       

 

 

当園における教育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

  認定こども園 岸栄光学園 生田ひまわり幼稚園  園長 岸 寿継 

  設置者住所 神奈川県川崎市多摩区栗谷１－１１－６ 

  

      名称   認定こども園 岸栄光学園 生田ひまわり幼稚園 

      氏名   理事長 岸 寿継 

 

 

 私は、本書面に基づいて生田ひまわり幼稚園の利用に当たっての重要事項の説明を受け、同意 

しました。 

                        令和   年   月   日 

      保護者住所： 

      園児氏名： 

      保護者氏名：                    ㊞ 

         園児からみた続柄： 

 


